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【提出書類】 変更報告書  №5

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】
シティバンク銀行株式会社

代表取締役　ダレン・バックリー

【住所又は本店所在地】
東京都品川区東品川二丁目３－１４

シティグループセンター

【報告義務発生日】 平成21年３月25日

【提出日】 平成 21年４月６日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 ４名

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】

平成21年２月16日に提出された報告書から単体株券等

保有割合が１％以上減少したこと。

なお、平成21年２月16日に提出された報告書は、平成21

年２月10日現在で株券等保有割合が5％を超えている

ことから、同日現在の正確な株券等保有割合等を投資

家の皆様に一刻も早くお知らせするため（正確な提出

事由及びその有無については、過去の取引について現

在調査中であり、判明し次第訂正をする予定である）

を提出事由として法第27条の25第１項の規定に基づき

提出されたものであり、過去の取引については未だ調

査中であり、訂正を完了していないため、本報告書につ

いても同項の規定に基づき提出するものです。
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第１【発行者に関する事項】

 

発行者の名称 株式会社三陽商会

証券コード 8011

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京

 

第２【提出者に関する事項】

１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人

氏名又は名称
シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド

Citigroup Global Markets Limited

住所又は本店所在地
英国・ロンドン・カナリーワーフ・カナダスクェア・
シティグループセンター

旧氏名又は名称  

旧住所又は本店所在地  

 
②【個人の場合】

生年月日  

職業  

勤務先名称  

勤務先住所  

 
③【法人の場合】

設立年月日 昭和58年10月21日

代表者氏名 アンドリュー・ホルネス

代表者役職 ディレクター

事業内容 証券業

 
④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
シティバンク銀行株式会社　コンプライアンス部門
業務管理本部　　長瀬　幸恵

電話番号 03-5462-5998

 

（２）【保有目的】

 純投資

 

（３）【重要提案行為等】
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 該当ありません。

 

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 
法第27条の23第3項本

文
法第27条の23第3項

第1号
法第27条の23第3項第

2号

株券又は投資証券等（株・口）   903,596株   

新株予約権証券（株） A － H

新株予約権付社債券（株） B － I

対象有価証券カバードワラント C  J

株券預託証券    

株券関連預託証券 D  K

株券信託受益証券    

株券関連信託受益証券 E  L

対象有価証券償還社債 F  M

他社株等転換株券 G  N

合計（株・口） O 903,596株 P Q

信用取引により譲渡したことに
より控除する株券等の数

R

共同保有者間で引渡請求権等の
権利が存在するものとして控除
する株券等の数

S 100,000株

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 803,596株

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+
M+N)

U 

 
②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成21年3月25日現在）

V 126,229,345株

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

 0.64％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

 1.69％

 

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近６０日間の取得又は処分の状況】

 年月日
株券等の
種類

数量 割合
市場内外取
引の別

取得又
は処分
の別

単価

平成21年1月29日 普通株券 60,000株 0.05% 市場外 取得 株券貸借取引
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平成21年1月30日 普通株券 1,346,950株 1.07% 市場外 取得 株券貸借取引

平成21年1月30日 普通株券 1,346,950株 1.07% 市場外 処分 株券貸借取引

平成21年2月3日 普通株券 4,000株 0.00% 市場外 処分 株券貸借取引

平成21年2月4日 普通株券 2,000株 0.00% 市場外 処分 株券貸借取引

平成21年2月5日 普通株券 7,000株 0.01% 市場外 取得 株券貸借取引

平成21年2月5日 普通株券 5,000株 0.00% 市場外 処分 株券貸借取引

平成21年2月17日 普通株券 6,000株 0.00% 市場外 処分 株券貸借取引

平成21年2月19日 普通株券 1,500株 0.00% 市場外 処分 株券貸借取引

平成21年2月25日 普通株券 631株 0.00% 市場外 取得 株券貸借取引

平成21年2月25日 普通株券 2,230株 0.00% 市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月6日 普通株券 10,000株 0.01% 市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月9日 普通株券 254株 0.00% 市場外 取得 株券貸借取引

平成21年3月9日 普通株券 6,060株 0.00% 市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月10日 普通株券 4,000株 0.00% 市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月12日 普通株券 37,000株 0.03% 市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月19日 普通株券 663,550株 0.53% 市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月24日 普通株券 23,000株 0.02% 市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月25日 普通株券 746,099株 0.59% 市場外 処分 株券貸借取引

 

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
消費貸借契約により、下記のとおり貸し付けている。
日興シティグループ証券株式会社　　　　　　　　　　　　　100,000株
アールビーシー                                          126,400株
バンク・オブ・ニューヨーク                                  400株
 
消費貸借契約により、下記のとおり借り入れている。
日興シティグループ証券株式会社　　　　　　　　　　　　　235,400株
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク　　　　　570,400株
シェル年金基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　       93,000株
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント　　　　　　4,796株

 

（７）【保有株券等の取得資金】

 ①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） --

借入金額計（X）（千円） --

その他金額計（Y）（千円） --

上記（Y）の内訳 --

取得資金合計（千円）（

W+X+Y）
--
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② 【借入金の内訳】

 該当事項ありません。

 

③ 【借入先の名称等】

 該当事項ありません。

 

 

２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人

氏名又は名称
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク

Citigroup Global Markets Inc.

住所又は本店所在地
アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市グリニッチスト

リート388

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

 

②【個人の場合】

生年月日  

職業  

勤務先名称  

勤務先住所  

 

③【法人の場合】

設立年月日 昭和52年2月3日

代表者氏名 スティーブン・リンチ

　代表者役職 マネージング・ディレクター

　事業内容 証券業

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
シティバンク銀行株式会社　コンプライアンス部門

業務管理本部　　長瀬　幸恵

電話番号 03-5462-5998

 

（２）【保有目的】

 純投資
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（３）【重要提案行為等】

 該当事項ありません。

  

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

　 
法第27条の23第3項

本文

法第27条の23第3項

第1号

法第27条の23第3

項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 570,400株   

新株予約権証券（株） A － H

新株予約権付社債券（株） B － I

対象有価証券カバードワラント C  J

株券預託証券   

株券関連預託証券 D  K

株券信託受益証券   

株券関連信託受益証券 E  L

対象有価証券償還社債 F  M

他社株等転換株券 G  N

合計（株・口） O 570,400株 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利

が存在するものとして控除する株券

等の数

S 570,400株

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 

保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U 

 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成21年3月25日現在）
V 126,229,345株

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

0.00％
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直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.00％

 

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近６０日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合
市場内外取

引の別

取得又は処

分の別
単価

平成21年1月29日 普通株券 60,000株 0.05%市場外 取得 株券貸借取引

平成21年2月2日 普通株券 500株 0.00%市場外 取得 株券貸借取引

平成21年2月2日 普通株券 500株 0.00%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年2月3日 普通株券 4,000株 0.00%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年2月4日 普通株券 2,000株 0.00%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年2月5日 普通株券 5,000株 0.00%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年2月9日 普通株券 1,500株 0.00%市場外 取得 株券貸借取引

平成21年2月9日 普通株券 1,500株 0.00%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年2月10日 普通株券 50,000株 0.04%市場外 取得 株券貸借取引

平成21年2月10日 普通株券 50,000株 0.04%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年2月19日 普通株券 1,500株 0.00%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月6日 普通株券 10,000株 0.01%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月9日 普通株券 10,550株 0.01%市場外 取得 株券貸借取引

平成21年3月9日 普通株券 16,550株 0.01%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月10日 普通株券 4,000株 0.00%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月19日 普通株券 292,550株 0.23%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月24日 普通株券 23,000株 0.02%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月25日 普通株券 428,500株 0.34%市場外 処分 株券貸借取引

 

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、下記のとおり貸し付けている。
シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド　　 570,400株
 
消費貸借契約により、下記のとおり借り入れている。
バークレイズ・グローバル・インベスターズ                10,000株
ステート・ストリート・コーポレーション                 145,000株
シティバンク、エヌ・エイ　カストディ口座               415,400株
 
なお、シティバンク、エヌ・エイのカストディ口座からの借入れについては、保有者がシティバンク、エ
ヌ・エイに対して保有者が指定する範囲内で株券を消費貸借により貸し付ける権限を付与する契約
（保有者には、シティバンク、エヌ・エイによる株券の貸付を拒否又は取り消しする権利が留保されて
います。）が締結されております。
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（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） --

借入金額計（X）（千円） --

その他金額計（Y）（千円） --

上記（Y）の内訳 --

取得資金合計（千円）（W+X+Y） --

 

② 【借入金の内訳】

 該当事項ありません。

 

③ 【借入先の名称等】

 該当事項ありません。

 
 
３【提出者（大量保有者）／３】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社

住所又は本店所在地 東京都港区赤坂９丁目７番１号　ミッドタウン・タワー

旧氏名又は名称  

旧住所又は本店所在地  

 
②【個人の場合】

生年月日  

職業  

勤務先名称  

勤務先住所  

 
③【法人の場合】

設立年月日 昭和34年12月１日

代表者氏名 ティモシー・エフ・マッカーシー

代表者役職 取締役会長兼ＣＥＯ

事業内容 投資運用業

 
④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
日興アセットマネジメント株式会社　
コンプライアンス部　飯塚孝

電話番号 03－6447－6471
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（２）【保有目的】

純投資（証券投資信託及び投資一任契約に係る信託財産の運用のため）

 
（３）【重要提案行為等】

該当事項はありません。

 
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】

 
法第27条の23第3項本

文
法第27条の23第3項第1

号
法第27条の23第3項第2

号

株券又は投資証券等（株・口）   7,110,000株

新株予約権証券（株） A － H

新株予約権付社債券（株） B － I

対象有価証券カバードワラント C  J

株券預託証券    

株券関連預託証券 D  K

株券信託受益証券    

株券関連信託受益証券 E  L

対象有価証券償還社債 F  M

他社株等転換株券 G  N

合計（株・口） O P Q 7,110,000株

信用取引により譲渡したことによ
り控除する株券等の数

R

共同保有者間で引渡請求権等の権
利が存在するものとして控除する
株券等の数

S

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 7,110,000株

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)

U

 
②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成21年3月25日現在）

V 126,229,345株

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

5.63％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

5.30％

 
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近６０日間の取得又は処分の状況】
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年月日
株券等の種
類 数量 割合

市場内外取引
の別

取得又は
処分の別 単価

平成21年1月26日 普通株券 5,000株 0.00%市場外取引 処分 321円

平成21年1月26日 普通株券 12,000株 0.01%市場内取引 処分  

平成21年1月30日 普通株券 23,000株 0.02%市場内取引 処分  

平成21年2月4日 普通株券 1,000株 0.00%市場外取引 処分 332円

平成21年2月12日 普通株券 7,000株 0.01%市場内取引 処分  

平成21年2月13日 普通株券 35,000株 0.03%市場内取引 取得  

平成21年2月20日 普通株券 27,000株 0.02%市場内取引 処分  

平成21年2月23日 普通株券 3,000株 0.00%市場外取引 処分 307円

平成21年3月4日 普通株券 4,000株 0.00%市場外取引 処分 283円

平成21年3月4日 普通株券 7,000株 0.01%市場内取引 処分  

平成21年3月18日 普通株券 1,000株 0.00%市場外取引 取得 348円

平成21年3月19日 普通株券 58,000株 0.05%市場内取引 処分  

平成21年3月23日 普通株券 3,000株 0.00%市場外取引 処分 342円

平成21年3月23日 普通株券 35,000株 0.03%市場内取引 処分  

平成21年3月24日 普通株券 1,000株 0.00%市場外取引 処分 362円

平成21年3月25日 普通株券 4,000株 0.00%市場外取引 取得 362円

平成21年3月25日 普通株券 4,000株 0.00%市場外取引 処分 362円

 
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項はありません。

 
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）  

借入金額計（X）（千円）  

その他金額計（Y）（千円） 4,632,458

上記（Y）の内訳 顧客の資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y
）

4,632,458

 
② 【借入金の内訳】

該当事項ありません。

 
③ 【借入先の名称等】

該当事項ありません。

 

４【提出者（大量保有者）／４】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】
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個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 日興シティグループ証券株式会社

住所又は本店所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1

旧氏名又は名称  

旧住所又は本店所在地  

 

②【個人の場合】

生年月日  

職業  

勤務先名称  

勤務先住所  

 

③【法人の場合】

設立年月日 平成13年2月9日

代表者氏名 林　森成

代表者役職 代表執行役社長

事業内容 証券業

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 日興シティグループ証券株式会社　法規監理部　馬嶋　華子

電話番号 03-6270-5972

 

（２）【保有目的】

証券業務に係る一時保有。

 

（３）【重要提案行為等】

該当事項ありません。

 

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 
法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号
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株券又は投資証券等（株・口） 316,000株      

新株予約権証券（株） A  - H  

新株予約権付社債券（株） B   - I  

対象有価証券カバードワラント C    J  

株券預託証券       

株券関連預託証券 D    K  

株券信託受益証券       

株券関連信託受益証券 E    L  

対象有価証券償還社債 F    M  

他社株等転換株券 G    N  

合計（株・口） O 316,000株 P  Q  

信用取引により譲渡したことによ

り控除する株券等の数
R -

共同保有者間で引渡請求権等の権

利が存在するものとして控除する

株券等の数

S 235,400株

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 80,600株

保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N

）

U -

 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

平成21年3月25日（現在）
V 126,229,345株

上記提出者の株券等保有割合

（％）

（T/（U+V）×100）

0.06％

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.09％

 

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近６０日間の取得又は処分の状況】
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年月日

株券等の

種類 数量 割合

市場内外

取引の別

取得又は

処分の別 単価

平成21年1月29日 普通株式 85,000株 0.07%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年1月30日 普通株式 5,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年1月30日 普通株式 125,000株 0.10%市場外 取得 338.54円

平成21年2月2日 普通株式 123,000株 0.10%市場内 処分  

平成21年2月3日 普通株式 3,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年2月4日 普通株式 3,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年2月5日 普通株式 9,000株 0.01%市場内 取得  

平成21年2月5日 普通株式 9,000株 0.01%市場外 処分 330.00円

平成21年2月9日 普通株式 5,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年2月12日 普通株式 1,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年2月18日 普通株式 2,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年2月18日 普通株式 2,000株 0.00%市場外 取得 313.00円

平成21年2月20日 普通株式 152,000株 0.12%市場外 取得 307.24円

平成21年2月20日 普通株式 150,000株 0.12%市場外 処分 307.24円

平成21年2月24日 普通株式 50,000株 0.04%市場内 処分  

平成21年2月24日 普通株式 50,000株 0.04%市場外 取得 298.68円

平成21年2月27日 普通株式 2,000株 0.00%市場外 取得 299.00円

平成21年3月6日 普通株式 13,000株 0.01%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月13日 普通株式 3,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年3月17日 普通株式 131,000株 0.10%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月19日 普通株式 2,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年3月23日 普通株式 167,000株 0.13%市場外 処分 株券貸借取引

 

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券消費貸借契約により、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドに235,400株を貸し

付けています。

株券消費貸借契約により、ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社から75,000株、みずほ証券株式会社から

1,000株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社から23,000株、日興コーディアル証券株式会社から

23,000株、野村證券株式会社から78,000株、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドか

ら100,000株を借り入れている。　

 

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 24,312千円

借入金額計（X）（千円） -

その他金額計（Y）（千円） -

上記（Y）の内訳 株券消費貸借取引により 300,000株取得
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取得資金合計（千円）（W+X+Y） 24,312千円

 

②【借入金の内訳】

該当事項ありません。

 

③【借入先の名称等】

該当事項ありません。

 

 

第３【共同保有者に関する事項】

該当事項ありません。

１【共同保有者／１】

該当事項ありません。

（１）【共同保有者の概要】

該当事項ありません。

（２）【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

該当事項ありません。

 

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】

１【提出者及び共同保有者】

（１）   シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド
（２） シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク
（３）   日興アセットマネジメント株式会社
（４） 日興シティグループ証券株式会社

 

２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（１）【保有株券等の数】

 
法第27条の23第3項本

文
法第27条の23第3項第

1号
法第27条の23第3項

第2号

株券又は投資証券等（株・口） 1,789,996株 　 7,110,000株

新株予約権証券（株） A － H

新株予約権付社債券（株） B － I

対象有価証券カバードワラント C 　 J

株券預託証券    

株券関連預託証券 D  K

株券信託受益証券    

株券関連信託受益証券 E  L

対象有価証券償還社債 F  M

他社株等転換株券 G  N

合計（株・口） O 1,789,996株 P Q 7,110,000株
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信用取引により譲渡したことに
より控除する株券等の数

R

共同保有者間で引渡請求権等の
権利が存在するものとして控除
する株券等の数

S 905,800株

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 7,994,196株

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+
M+N)

U

 

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成21年3月25日現在）

V 126,229,345株

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

6.33％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

  7.08％

 

（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名
保有株券等の数（総数）

（株・口）
株券等保有割合（％）

シティグループ・グローバル・

マーケッツ・リミテッド
803,596株 0.64％

シティグループ・グローバル・

マーケッツ・インク
0株 0.00％

日興アセットマネジメント株式会

社
7,110,000株 5.63％

日興シティグループ証券株式会社 80,600株 0.06％

合計 7,994,196株 6.33％
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